ノー残業デーサービス提供店舗一覧
店舗名
上柴

サービス内容
まつエク特別プラン

La Ru-Ju eyelash

連絡先
住所
048-579-5113 上柴町東5-15-20 2F

レイディバード 深谷店

チラシ持参の方、Ｔポイント2倍

9:00～18:00

048-572-9300 上野台2320-4

洋菓子工房レーヴ・ド・プルミエール

①喫茶利用の方、ワンドリンクサービス
②ホールケーキまたは2,500円以上の進物
お買上げの方に、 焼き菓子1個サービス
会計から10％サービス

9:30～20:30

048-575-1281 上柴町東4-17-1

LOTUS Café (ロータスカフェ)

17:00～21:00

歯のセルフホワイトニング体験メニュー2,980円
(10分1回照射）（通常4,860円8分2回照射）

かみぱーく
南

サービス提供時間
10:00～20:00

全メニュー10％OFF

eyelash&hair-make jeen

9:00～18:30
（受付終了）

048-577-5585 上柴町西4-10-1 カームプレイスⅡ102
048-533-3315 熊谷市新堀新田634-2

メニューによって異なる 048-579-5818 上野台3149-7 Mg D-2

おつまみ1品とドリンク1杯サービス

17:00～20:00

048-573-9380 上野台447-1

からあげ単品サービス（1組様1個）

17:00～20:00

048-575-1181 宿根166-3

ドリンクまたはお食事のお客様に
てづくり焼プリン無料サービス
チラシ持参で、生ビールまたは
ソフトドリンク1杯無料
ヘアカット料金10％サービス ※予約優先制
最終受付 パーマ＆カット、カラー＆カット 17:00
カット 18:00
チラシ持参の方へ粗品プレゼント

17:00～22:00
※LO 21:30
17:00～22:00

048-575-5785 上野台2822-6

10:00～18:30

048-571-3492 宿根462-1

初回体験パック 1時間→2時間まで可

14:00～21:00

048-598-5876 萱場6-30

トリートメントに使用するオイルを
特別オイルへ無料でランクアップ
おつまみ一品サービス

17:00～19:30

048-579-5785 岡319-13

17:00～20:00

048-585-8899 岡2661

そば蔵（道の駅おかべ）

ソフトドリンク1杯サービス

15:00～20:00

048-585-5008 岡688-1

中華料理 大興

ワンドリンクサービス

17:00～20:00

048-585-5466 岡部857-2

富義

野菜天ぷらサービス

17:30～19:00

048-585-3957 岡2696-17

レイディバード 岡部店

チラシ持参の方、Ｔポイント2倍

10:00～19:00

048-546-1190 岡2829-9

JAふかや 川本農産物直売所

チラシ持参でお買い物されたお客様に対し、
JAふかやフリーズドライセット（みそ汁・豚汁）
プレゼント（先着30名）
宴会でペットボトル・ウーロン茶2L1本サービス
要予約

17：00～18：00

048-583-6120 長在家1279-2

葵
うどん茶屋 三男坊
珈水亭 深谷店
旬彩や 樽源
美容室Crystal

ルトラルトラ クライムパーク

048-574-7447 上野台242-4
048-571-5588 上野台3179-2-103

（クライミングジム）

岡部
南

川本

金木犀
正太郎

葵寿司
鮨平
大衆焼肉飯店 岡州郭
もしもしモンキー 花園店
焼肉利久

お仕事を早めに終わらせて、お食事、お買いものや
サービスをおトクに楽しみましょう！

深谷市

当日は深谷市を中心におよそ100店舗で特典サービスを受けられます。
赤いのぼりが目印です。

当日は、ふっかちゃんも定時退社！ ふっかちゃん横丁に登場!?
（18:00頃予定）
17
豊里

松島屋
花園

埼玉県・県内一斉
ノー残業デー

17

八基
明戸
大寄

17
岡部

11:00～21:00

048-583-5521 田中1083-2

岡部駅

深谷

ワンドリンクサービス（アルコール含む）

17:00～20:00

048-584-3659 永田1916

ワンドリンクサービス

17:30～21:00

048-584-1692 武蔵野1654-1

ドリンク1杯サービス（最初の1杯、御人数様分）

17:00～20:00

048-584-3495 小前田548-1

スマートフォン購入時ガラスコーティング
無料のサービス
ワンドリンクサービス

11:00～20:00

048-579-1234 荒川356

17:00～20:00

048-584-5212 武蔵野2523

さらにサービス提供店舗増えています！
詳しいお店の情報などは、ホームページをチェック！
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https://nozan-saitama.work/
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【埼玉県・県内一斉ノー残業デーとは？】
平成30年7月から11月は「働き方改革推進期間」です。
このうち毎月第3水曜日を「県内一斉ノー残業デー」とし、定時退社を呼び掛けています。
県では定時退社を推進するため、深谷市でモデル事業を実施しています。
※実施内容 （1） 「ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業」の募集
ノー残業デーや定時退社に取り組む「ワーク・ライフ・バランス推進宣言企業」の募集。
（2） 9月19日ノー残業デーにおける協力店舗の募集（深谷市）
割引サービスなどの特典が受けられる店舗の募集。

実施主体 埼玉県産業労働部雇用労働課
協
力 深谷市産業振興部商工振興課、深谷商工会議所、ふかや市商工会
定時退社推進モデル事業事務局
委 託 先
問合せ先

県内一
斉ノ
ー
残
業デー
サービ
ス実施
中

ほそ路 宿根店

9:30～19:00

働き方改革推進期間（7月～11月）
9月19日（水） 深谷市で開催

株式会社ＪＴＢ 埼玉支店 担当：平石・武藤・坂本
ｍ
電話 048-645-3003 FAX 048-647-4484 ｅ-ｍａｉｌ ： ｔｅａｍ_ｓａｉｔａｍａ＠ｊｔｂ．ｃｏｍ
（平日午前9時30分～午後5時30分）

小前田駅

永田駅

明戸駅

武川駅

140
川本

140

【ノー残業デーの楽しみ方！】
方！】
①
②
③
④

段取りよくお仕事を早く終わらせて定時退社！
段取りよ
段取り
サービスを受けたいお店へ（提供時間に注意）
サービス
サ ビス
お店の方にノー残業デーの利用を伝えて、おトクな特典を受ける
お店の方
オフの時間を思い切り楽しむ
オフの時

埼玉県のマスコット
「コバトン＆さいたまっち」

詳しいお店の情報などは、ホームページをチェック！
埼玉県・県内一斉ノー残業デー特設サイト https://nozan-saitama.work/
埼玉県・県内一斉ノー

ノー残業デーサービス提供店舗一覧
店舗名
深谷

ノー残業デーサービス提供店舗一覧

サービス内容
ドリンク1杯サービス

サービス提供時間
17:00～22:00

漁火飯場 いろはのゐ

さんまの刺身（4人までで1尾）

17:00～19:00

048-598-8168 西島町3-10-2

モスバーガー 深谷駅前店

居酒屋 大八

20時までに御来店でドリンク半額（ビール、
酎ハイ、日本酒）
ポロシャツ、Tシャツ、10％サービス

17:00～20:00

048-514-7255 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

焼肉名所、

9:00～19:30

048-571-2183 稲荷町1-20-11

INASUN TABLE

1名様につき、前菜3点盛1つサービス

18:00～21:00

うお串や 雷文

おつまみ一品サービス

17:00～19:00

うまいもの研究所

18:00～21:00までに入ったお客様
お会計50％OFF
①赤飯むすび 140円⇒110円
②ロールカステラ 110円⇒100円
他サービスあり
①揚餅（せんべい）（1袋） 300円⇒280円
②アンビン（1個） 155円⇒140円※数量限定
お買上げの方、1品サービス
（何がもらえるかは当日のお楽しみ！）
ミニデザート プレゼント

18:00～21:00

あっぷるじゃっく

石川屋洋品店

栄寿堂本店
お米のだいまさ
小内青果店
カフェ花見
カレーハウスCoCo壱番屋 深谷駅前店
季節料理 津軽茶屋
Kメガネ
光苑 深谷店
Coffee Shop Que
小林青果店
埼玉グランドホテル深谷
澤田園
さんあい薬局
旬肴と沖縄料理 ゆがふ
すたんど割烹 三善
スタジオ・プーナナ
TAIKEIDO NEO Garden Cafe
TAIKEIDO NEO Aesthetic Salon
滝澤酒造株式会社
中華食堂 加トちゃん
月音おんがく教室
Dione深谷店 Maficho
富ばあちゃんのいなり本舗

連絡先
住所
090-9520-9624 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

17:00～

048-575-1073 東大沼314-3

山崎青果店

いなり寿し4個入り 300円⇒250円

13:00～19:00

048-571-0839 稲荷町1-19-17

048-598-4483 稲荷町3-4-25

よってこ。小鉄ん家

１ドリンクサービス

17:00～21:00

048-572-1350 本住町4-2

048-577-4151 本住町1-7

和風らーめん 匠

アルコール全品半額（20時まで）

和めしCafe HISAGO

ノー残業デーと言って頂き、ドリンクを注文して
17:30～21:00
頂いたお客様に、 特別おつまみ1品サービス
プール利用800円+ラウンドフィットネス無料
16:00～20:15
（サーキットトレーニング）
（プール入場最終時間）
※ラウンドフィットネス初回 使い方の説明要予約
チラシ持参で、スクールワイシャツ30％OFF
10:00～18:00

090-6941-6002 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

9:00～18:00

048-571-1926 稲荷町1-18-11

10:00～17:00

048-571-4609 稲荷町3-3-19

15:00～19:30

048-571-0528 仲町2-7

グラスビールまたは
ソフトドリンク1杯サービス
グラスビール1杯サービス 刺身付

11:00～22:00

048-574-1009 西島町3-9-1

17:00～22:00

048-574-0018 西島町3-1-1 ファミリーマート2階

お買上げ頂いた方に、
ふっかちゃんメガネふきプレゼント
ドリンク1杯サービス

9:00～19:00
17:00～22:00

070-4191-1117 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

ハイボール、チューハイ、ワインのどれか
1杯サービス
1,000円以上お買上げ頂いた方に、
野菜1つプレゼント
ホテル内ラウンジにて
アイスコーヒー１杯サービス
日本茶インストラクターが淹れた
美味しいお茶と、淹れ方のアドバイス
体組成計で無料測定「要予約」

19:00～21:00

048-572-6000 西島町2-1-1 春山ビル１F

チラシ持参または口頭で、ノー残業デー
サービスと言ってくれた方に、お会計10％OFF
ドリンク1杯サービス

17:00～23:00

048-577-6156 西島町3-15-6 5thパティーナビル１F

17:00～19:00

048-572-2468 西島町2-20-12

体験レッスン 540円（税込）
お気軽に御連絡下さい。
ドリンク1杯サービス
（ソフトドリンク、アルコール類）
キャビテーション30分かけ放題「要予約」
（5,400円⇒3,000円）
3,000円以上お買上げの方に
特製おちょこを贈呈
ドリンク1杯サービス
（アルコール、ソフトドリンク）
フルート ミニコンサートを開催
（1回約30分・700円）

10:00～23:00

048-577-4799 本住町1-1 ブロ-ドウェイビル１F

9:00～18:00

048-571-1453 稲荷町1-18-12

17:00～21:00

048-571-2111 西島町1-1-13

9:00～18:00

048-571-2023 仲町2-20

9:00～18:00

048-573-9331 西島町2-13-3

048-571-0216 仲町5-1 1F

幡羅

カフェ・ダイニング プリエ
カフェバー佛蘭西
串焼きや 雷文
ネイルサロンLa Ru-Ju
パンの店 おだしま
焼芋専門店ののは
焼肉 若松
リラクゼーションハウス らっくす
ルアーショップ カーミット
和食レストランとんでん 深谷店

明戸

嵐の湯 深谷堀米店
割烹 双葉

17:00～22:00

090-4206-3163 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

①18:00～
②19:00～
※各15人程度
予約により

048-577-8089 本住町5-36

15:00～18:00

048-577-7055 深谷559

048-594-9100 稲荷町1-20-25

048-571-0505 西島町3-17-22

15:00～19:00

048-571-0441 仲町2-22

百花舞

おでん食べ放題

090-4750-3777 西島町2-18（ふっかちゃん横丁）

深谷バル はまぐりや

ローストビーフ盛り（人数に合わせて）サービス

営業時間フリー
17：00～26：00
17:00～19:00

深谷もんじゃ 酒蔵

お一人様、ウーロン茶またはお茶を1杯無料、
もしくは深谷もんじゃ1杯無料
パン 全品1割引

開店～19:00

080-2239-2839 深谷町9-12

8:00～19:00

048-571-0636 仲町2-32

ふとんの大栄釜屋

お買上げ頂いた方、５％割引（特価品は除く）

15:00～19:00

048-571-0450 仲町2-8

マルカクのタネ

園芸作業用快適手袋
（税込336円⇒280円／1組）、4組1,000円

10:00～19:00

048-571-0077 稲荷町1-20-9

048-573-1515 西島町2-10-2
048-571-2192 本住町6-33
048-574-5000 樫合763

048-551-8039 人見973-2

お好きなドリンク1杯+揚げ春巻 サービス

17:00～19:00

048-571-1504 常盤町89-6

生ビール、最初の1杯100円引き

20:00～26:00

048-575-3709 原郷80-10

おつまみ一品サービス

17:00～19:00

048-575-3282 原郷80-9

ジェルネイル特別プラン

10:00～20:00

048-577-3345 東方町1-5-3

全品20円引き（売り切れ次第終了）
夕方5時～6時までに来店して頂いたお客様全員
シルクスイート焼芋
4本500円（2018年産 新いも）
お１人様、枝豆またはソフトドリンク サービス

17:00～18:00

048-501-2763 原郷2114-10

11:00～18:30

048-573-7086 東方町1-10-1

17:00～22:00

048-574-6445 東方町1-12-8

10:00～22:00
※最終受付21:30
17:00～21:00

048-501-8611 東方町3-36-22

グラス生ビールorソフトドリンク1杯サービス

17:00～21:00

048-571-9131 東方町5-20-7

入浴料(2時間）大人1,980円のところ1,480円
500円引き ※大人限定
団体（5名様以上）ご予約のお客様に
焼酎ボトル（720ml）サービス（1グループ1本）

10:00～22:00
※最終受付21:00
予約に限る

全コース10分延長無料
チラシ持参でお買い上げ金額10%OFF

048-577-4390 東方町3-29-32

048-580-7373 堀米193
048-571-0888 新井302-1

大寄

フラワーショップ ブルーモルフォ

お買上げ商品10％割引

13:00～19:00

048-575-0012 大塚島74-1

八基

にこらく整体院

体験30分コース2,000円（通常40分3,600円）
※女性限定・事前予約
3,000円以上お買上げで粗品プレゼント

16:00～19:00

070-4292-5848 血洗島362

①10:00～12:00
②13:00～17:00

048-587-2144 横瀬1323

予約にて対応

048-587-3126 新戒384

丸山酒店（丸山酒造）

048-575-2000 西島町3-9-1 ビックロフト1F102

豊里

鮨 割烹 朝日屋
焼肉じゅん

上柴

がってん食堂大島屋 深谷店
ケイズカーサ
ケイズカーサ アリオ店
goriki
ゴルフ&バラエティふかや
雪詩慕雲豆屋
セダップマラム（エステ・マツエク）
大慶堂 漢方薬局
中華ダイニング Ruota
TUBASA
T’z Bakery KOHSHI
樂樂家

さらにサービス提供店舗増えています！
詳しいお店の情報などは、ホームページをチェック！

開店～20:00

048-571-0267 田所町9-20

17:00～19:00

富士屋

アクアパラダイス パティオ
学校制服キャンパス39 深谷店

048-598-5051 仲町5-1 3F

お買上げの方に、お菓子「ふっかちゃんの卵」
1個サービス
ボックスティッシュ1箱サービス

有限会社日野広

藤沢

048-571-2920 稲荷町2-3-6

048-571-0457 稲荷町2-1-41

浜岡屋商店

連絡先
住所
048-575-5344 西島町3-1-2 スカイハイツ106
048-570-5455 西島町3-1-7

9:00～18:00

パッケージプラザ オリケイ

三好屋商店酒場

サービス提供時間
17:00～19:00
17:00～20:00

048-571-0527 稲荷町2-3-47

お顔美肌脱毛マッサージ付 3,240円
※9/19 「ノー残業デーで」とご予約頂いた方
チラシ持参、もしくは口頭でノー残業デーと言って
いただいた方に、おばあちゃんのいなり1個サービス
お買物全品５％引き（小計５％引き）

深谷

サービス内容
名物 角ハイボール1杯サービス
1,000円以上お買上げのお客様に、店指定の
コールドドリンクSサイズ1杯サービス
おつまみ1品サービス

9:00～19:00

11:00～22:00
（LO 21:30）
9:00～22:00
（最終予約 21:00）
9:00～17:00

店舗名

https://nozan-saitama.work/

お一人につきビール大ビン1本もしくは
ソフトドリンク1本サービス
お好きなドリンク1杯サービス
（チラシ持参の方へ）
チラシ持参の方、生ビール1杯または
フリードリンクサービス
新規のお客様、全てのメニュー30％OFF
※予約制・予約の際にこの旨を伝えてください
新規のお客様、全てのメニュー30％OFF
※予約制・予約の際にこの旨を伝えてください
シャンプー無料
※ドライ500円、ブロー1,500円
お買上げの方に、コバトン・ふっかちゃん
コラボチップマーカーをプレゼント
チラシ持参で、珈琲豆全品10％OFF

17:00～閉店時間

17:00～21:30（LO）

048-587-4949 中瀬1608-6

048-578-7831 上柴町西1-17-3

17:00～

048-573-6696 上柴町東4-1-24

17:00～

048-570-6388 上柴町西4-2-14 アリオ深谷2F

17:00～21:00

048-598-5889 上柴町西4-11-2 2F

12:00～19:30

048-501-2496 上柴町東6-8-11

10:00～19:00

048-574-0999 上柴町東6-10-23

新規のお客様、全てのメニュー50％OFF
※予約制・予約の際にこの旨を伝えてください
①6種類から選べる漢方茶1杯サービス
②ヘッドスパ10分無料体験
自家製餃子１枚サービス

17:00～

048-575-3370 上柴町東4-1-31

10:00～18:30

048-574-9331 上柴町西1-17-10

18:00～22:00

048-573-0585 上野台2344 清水ビル1階

さつま芋スティックフライ
（チラシ持参または口頭でノー残業来店）
お買上げ頂いた方でチラシ持参の方に、メロンパン
1個プレゼント（サービス品のみの利用は不可）
チラシ持参の方、90分飲み放題900円（税抜）
飲み放題ルールあり、詳細は要問合せ

17:00～22:00

048-570-0283 上野台2344

15:00～20:00

048-574-3211 上野台2352
ダイアパレスBW深谷135号
048-574-4775 秋元町133-2

さらにサービス提供店舗増えています！
詳しいお店の情報などは、ホームページをチェック！

17:00～24:00

https://nozan-saitama.work/

